
2020年10月22日（木）18:00 / 23日（金）18:00 / 25日（日）11:00
［ディレクションチーム］ジェームズ・ハーヴェイ・エストラーダ（フィリピン）、Aokid（日本）、額田大志（日本）
［パフォーマー］バニー・カダッグ（フィリピン） 、ロビ・ルスディアナ（インドネシア）、山中芽衣（日本）

オンライン（ソーシャル・アジア・シアター）
or 劇場（東京芸術劇場シアターウエスト）

Exhibition

フレ フレ Ostrich!! 
Hayupang Die-Bow-Ken!
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APAF（Asian Performing Arts Farm）は東京芸術祭の中でアジアの人材
育成を担っているプログラムです。今年度の開催に向けまず考えたのは、この
パンデミック禍でいかに舞台芸術の人材育成が可能か？でした。APAFの考
える人材育成は、アジアのメンバーでの「交換」により新たな視点や思考を自
身のフィールドにフィードバックし、ローカルとグローバルの双方に活動を開い
ていくことです。海外のアーティストたちにオンラインで「接続」すると、私た
ちの置かれている隔離状況（もちろん現在進行形ですが）に「断絶」を感じる
と同時に新たな「交換」の可能性を感じました。今だからこそ得られる未来へ
の視点がある、その直感を『Anti-Body Experiment』というテーマに託し、
原則オンラインでの開催を決めました。

蓋を開けてみるとパンデミック禍にありながら（むしろだからこそ）例年の３
倍以上の参加応募があり、約２ヶ月の間アジアを繋いだオンライン上のファー
ムでは様々な実験が行われました。Labは「交換」の実験、Exhibitionは
「距離」の実験の場だったといえるかもしれません。そしてこの実験は観客と
の「接続」、「交換」によって初めて結果を見ることになります。実験は常に
未来に向かいます、それがどんな姿をしていようと、アーティストも観客も共
に未来へ歩む力となるのが芸術です。行きましょう、未来へ。

この半年の間、オリンピックも延期になった東京で、10月に舞台芸術のフェス
ティバルを開催できるのか、東京芸術祭開催に向けて本当にたくさんの方が
芸術の力を信じ、答え合わせのできない問いに向かい続けました。こうして東
京芸術祭、並びにAPAFを開催できることを心から嬉しく思い、開催に向け
尽力されてきた方々、そして劇場にご来場いただいた方、世界中からアクセス
していただいている方、全ての方々に感謝御礼申し上げます。今後とも東京芸
術祭ならびにAPAFをどうぞよろしくお願いいたします。

1976 年生まれ。演出家。東京デスロック主宰。古典から現代戯曲、ダンス、パ
フォーマンス作品まで幅広く手がけ、現代社会に於ける当事者性をアクチュア
ルに問い続けている。子どもや演劇を専門としない人との活動、韓国、東南ア
ジアとの海外コラボレーションも多数手がけ、演劇の協働力を基にボーダーレ
スに活動する。2010年より富士見市民文化会館キラリふじみ芸術監督に公立
劇場演劇部門の芸術監督として国内歴代最年少で就任、3期9年間務める。
2014年「가모메 カルメギ」が韓国の第50回東亜演劇賞演出賞を外国人とし
て初受賞。青年団演出部。四国学院大学、女子美術大学非常勤講師。

Junnosuke Tada多田淳之介
APAFディレクター

APAFディレクター ごあいさつ

Photo: Toru Hiraiwa



APAF Exhibition
APAF Exhibitonは、トランスカルチャーを背景にした国際コラボレーション作品
の可能性を拓くクリエーションプログラムです。様々なバックグラウンドを持つメン
バーが相互に刺激し合い、これまでの経験とは違った創作方法やコミュニケーシ
ョンへのトライ、また観客からのフィードバックを通じて、アーティストとしての「枝
葉」を伸ばします。

今年は昨年のAPAF Lab参加者であったフィリピン在住の演出家ジェームズ・ハ
ーヴェイ・エストラーダの参加を始点にプログラムがスタートし、オンライン技術の
リサーチやアジアのアーティストへのインタビューを経て、振付家・ダンサーの
Aokid、作曲家・演出家の額田大志を加えた3名によるディレクションチームが結
成されました。アジアのパフォーマー3名も加わったオンラインでのクリエーション
は、コロナ禍で互いの生活環境も異なるなか、多国籍、異文化のみならずオンライ
ンという勝手の違う環境での試行錯誤となり、彼らの挑戦が今回の劇場＋オンラ
インのハイブリッド作品を生み出しました。
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ジェームズ・ハーヴェイ
・エストラーダ（フィリピン）

Aokid（日本）

Photo by ShinichiroIshihara

額田大志（日本）

©comuramai / takaramahaya

1986年生まれ。演劇、映画、パフォーマ
ンスなど多岐に渡る制作活動を行う。作
品に、聴覚障害者のエンパワーメントを
テーマにした『Hear, Here!』や、ドラァグ
クイーンに焦点を当てHIV感染者に対す
る差別撤廃を訴える『Reign-Bow』、
フィリピン人海外出稼ぎ労働者の苦境
を描く『Maikling Dasal, Mahabang 
Gabi』など。マニラに拠点を置くコンテ
ンポラリーパフォーマンスカンパニー
The Scenius Pro.芸術監督。コロナ禍
での創作・記録のためのオンラインプ
ラットフォームArtists On Qメディア主
任兼ディレクター。アンゴノの芸術高等
学校で舞台芸術を指導。演劇フェスティ
バルVirtual Labfest 2020（オンライン
開催）で作品発表。APAF2019 Labの
参加者。

1988年生まれ。ダンサー、アーティス
ト。AokidCity、どうぶつえん主宰。20
歳までブレイクダンサーとして活動後、
美術や上演作品の制作を開始。パ
フォーマンスアートや音楽家、美術作家
など他ジャンルの作家と様々な形で共
同制作を行う。公園に集い移動しなが
ら発表をし合う活動「どうぶつえん」や
「ストリートライブ&ビール」により、パ
フォーマンスの力を用いた東京でのふ
るまいの拡張を積極的に提案してい
る。『フリフリ』（橋本匠との共作）にて
2016年横浜ダンスコレクションコンペ
ティションⅠ審査員賞受賞。2018年夏、
Bangkok Biennialにて篠田千明との
共作『Tiger,Tiger』を発表。

1992年生まれ。作曲家、演出家。演劇
カンパニー・ヌトミック、8人組バンド・
東京塩麹主宰。「上演とは何か」という
問いをベースに、音楽のバックグラウン
ドを用いた脚本と演出で、パフォーミ
ングアーツの枠組みを拡張していく作
品を発表している。俳優のみならずダ
ンサー、ラッパー、映像作家などとのコ
ラボレーションも積極的に行う。第16
回AAF戯曲賞大賞、こまばアゴラ演
出家コンクール2018最優秀演出家賞
受賞。作曲家として、JR東海『そうだ 
京都、行こう。』を始めとする広告音楽
や、市原佐都子『バッコスの信女-ホル
スタインの雌』（あいちトリエンナーレ
2019）などの舞台音楽も数多く手掛け
る。
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このような困難な時期に、APAF Exhibitionの一環として国際コラボレーション制作を
行うには、これまでとは違う取り組みが必要でした。クリエイティブな想像力と現実の身
体をデジタル空間に解き放ち、現実世界とオンライン空間をつなぐ接点を生み出さなけ
ればならなかったのです。

『フレ フレ Ostrich!! Hayupang Die-Bow-Ken！』は、オンラインとオフラインでの
パフォーマンスを組み合わせたもので、ポストコロナ時代の新たな創作のあり方やその
課題に取り組む、実験的な作品です。デジタルに投影された（観客とパフォーマーの）
身体が、東京芸術劇場という現実空間にいる観客とパフォーマーにいかに影響を与えう
るかを探ります。このパフォーマンスでは、国境を越え、ウェブリンクだけで簡単にアク
セスできるオンラインシアター「ソーシャル・アジア・シアター」という場を新たに導入し
ました。テクノロジーの可能性に挑戦し、パフォーマンスを構想していく中で、舞台芸術
の未来に期待感を覚えています。

コロナ禍でのパフォーマンスの創作は、共に新たな視点を発見し、同時にアジアの現状
や自然との付き合い方を問い直すことにもなります。。また未来に向かっていく中で、社
会を構成している様々な力関係についても見つめ直す機会でもありました。

これは、アジアの舞台芸術にとっての新たな冒険の始まりであり、よりよいアジアの未来
に向かう道のりなのかもしれません。大都市東京をダチョウが駆け巡るように、私たち
の未来に向けての一歩は、脆弱だけれど希望に満ちた、生命の象徴である大切な卵に
向かって走り出すことから始まるのです。

Exhibitionディレクションチーム

ディレクションチーム

連帯の演劇



演出助手： 藤岡義樹、ジェームズ・エイドリアン・シーフラ
通訳：水野響
アートトランスレーターアシスタント：春川ゆうき、清家 愛 

オンラインテクニカルディレクター：イトウユウヤ 

舞台監督：浦弘毅（ステージワーク URAK）
演出部：佐藤幸美（ステージワーク URAK）、髙橋真理（ステージワーク URAK）
照明デザイン：山下恵美（株式会社 流）
照明アドバイス：上田剛（株式会社 流）
照明アシスタント：長坂有紗（株式会社 流）
音響：和田匡史
デジタル美術・アニメーション：たかくらかずき（範宙遊泳）
映像：和久井幸一
映像オペレーション：粂川ユウヤ
美術・衣裳：清水美帆
美術アシスタント：岩中可南子
字幕作成：水野響、春川ゆうき、清家 愛
字幕監修：額田大志

制作：水戸亜祐美

撮影協力：東京芸術劇場
協力 :アーツ千代田 3331 STUDIO302、みんなのひろば

スタッフ

バニー・カダッグ
（フィリピン）

ロビ・ルスディアナ
（インドネシア）

山中芽衣
（日本）

ボーカリスト。演劇・パフォーマンス領域
のリサーチャー、作り手。ジェンダー・パ
フォーマティビティに焦点を当て、フィリ
ピン、アジアで活動。アントワープでの
分野横断的なパフォーマンス国際交流
プログラムMonsoonのフェロー（2017）。
TPAM2019、ADAM 2019、2020に参
加。最近は、ジェンダーレスで顔のない
人形『Vera Maningning: Munimuni』を
創作。

エクストリーム・メタルのボーカルグ
ループEnsemble Tikoroを2012年に
創立し、40曲以上を作曲。メタルボー
カルや喉歌など特殊な発声法を探究。
ヘビメタやアングラファンでありなが
ら、クラシック音楽や伝統音楽、古代
文化にも精通。2015年よりバンドンの
複数の大学で教鞭を取る。2020年、振
付家ルーシー・ゲランとコラボレー
ションし最新作『Metal』を発表

ダンサー、振付家。東京都出身、2008
年渡米。主にニューヨークを拠点に活
動。ティファニー・ミルズ、キャサリン・
ガラッソ、 クリスティーヌ・ボナンセア
などの振付家の作品に出演するほか、
自身の振付作品の創作も行なう。
2011年と2014年にそれぞれNew 
York Live Arts、Chez Bushwickの
レジデンシーアーティストに選出され
る。現在はコロナの影響で帰国中。

Photo by Gregory LorenzuttiPhoto by Bry Rivera Photo by Jonathan Hsu
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Exhibition プロセス

5月

ジェームズが「自分とは異なる視点の人が入ってほし
い。とくに身体の専門家と音楽の専門家。他の文化
に対する感覚、感度を磨きながら、一つの視点に限
定されない物語を作りたい」という目的のもと、アジ
ア各国のアーティスト達にオンラインで話を聞き、最
終的にダンサーのAokid、音楽家の額田大志のディ
レクションチームへの参加が決まりました。

ディレクションチーム結成

Exhibitionスタート！
リモート環境でのクリエーションおよび公演を前提に、バーチャル空間での身体の可能性を模
索するため、オンラインメディアやVR・ARの専門家のレクチャーを受けたり、アジアのアーティ
ストのリサーチをおこないました。

いくつかのアイデアのうち、コロナ禍の世界情勢と重なることがあるのではとジェームズが２年
前に書いた物語『When dreams don’t come』*をもとに、３人でアイデアを膨らませていくこ
とに。
*『When dreams don’t come』……緑豊かな架空の街バヤナンダモを舞台にした物語。「”夢”は未来を思い描くため
のもの、もしくは、未来のコミュニティ社会を構成するためのものとして考えられないだろうか」という問いからうまれた物
語。

ジェームズの書いた物語をベースにすることが決定

週２～４日、Zoomでのクリエーション*を開始しまし
た。
*オンライン稽古のようす（OpenFarmレポート）
https://link.medium.com/Yu3Tcg0dBab

顔合わせ＆
“オンライン”での稽古開始

去年のAPAF Lab参加者の中からジェームズの参加が決定。2019年APAF Labに参加した経
験を踏まえ、Exhibitionの作品創作に取り組みます。APAF2020テーマ“Anti-Body 
Experiment”をベースに、距離をとらなければいけないこのコロナ禍で、どうやって繋がること
ができるのかを模索していきます。

リサーチ4月

7月

コロナ禍で人々が隔離されるフィリピンで、２匹のダチョウが逃げ出し、町中を走り回たニュース
が話題になりました。ディレクションチームは「人間にはロックダウンがあるけれど、動物にはな
い」とイメージを膨らませ、ダチョウを作品に取り入れることに。

ダチョウ脱走8月

日本での“オフライン”稽古開始
８月後半から、日本のメンバーは最小限の人数で集ま
るようになりました。コロナ対策のためのガイドライン
を作成し、消毒、検温、換気、シールドの設置などを
おこなっての稽古です。
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9月

メタルミュージシャンのロビなど、さらなる音楽的・身体的なトライのため、共にアイデアを出し
合い作品を立ち上げられるパートナーとして３か国からパフォーマーが合流。

10日、パフォーマー参加

テクニカルスタッフらと、オフライン＋オンラインでの実現可能
性を模索。パフォーマーらのアイデアをもとに、Aokidを中心に
劇場のリアルな空間（オフライン）における身体性を追求し、額
田を中心に音や言葉によりリモート空間（オンライン）でどのよ
うにストーリーを伝えていくかに注力しました。しかし役割を分
業するのではなく、３人を中心にパフォーマーやスタッフふくめ
全員が演出、テキスト、衣裳、音楽などのアイデアを出し合い、
ひとつの創作へ向かいました。

18日、Exhibition関係者全員の顔合わせ

10月

３日、作品タイトル決定

観覧予約と同時に公演案内マニュアル（冒険のしおり）を公開しました。
10日、「冒険のしおり」完成

ダチョウキャラクターの制作（衣裳・イラスト）

フィードバックをもらい、オンラインと劇場の２会場での見え方なども確認。
12日、初ランスルー

海から東京芸術劇場へ近づいてくるダチョウの動画を撮影し、事前にSNSなどで公開。カウン
トダウン！

ダチョウの動画制作

21日、劇場入り

23日、初日

Exhibition プロセス
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2020年の国際クリエーションについて

地域によって異なるパンデミック禍での状況や、APAF2020テーマ 「Anti-Body Experiment」を踏
まえ、オンライン＋劇場という“新しい観劇体験”を模索した今回の国際コラボレーション。ディレクショ
ンチームのAokid、額田大志、APAFディレクターの多田淳之介が実感していることとは……

─オンラインと劇場、ふたつの場で上演することについて

2020年度は、参加メンバー全員が一度も顔を合わせることなく作品を制作しました。オンラインでの非
母国語によるコミュニケーションのなか、刻 と々変わる情勢を踏まえながら、直接会えなかったからこそ
生まれたアイデアや表現は、今年度しかない、今年度ならではの、国際的なクリエーションを模索できる
場でこそ生まれたものでした。

『Windows of Possibilities（可能性のまど）』  国際交流基金マニラ文化センターへの寄稿より ※英語 

 https://suki.jfmo.org.ph/features/windows-of-possibilities/

額田

多田

Aokid

額田

多田

額田

「オンラインと劇場のハイブリッドは、コロナ禍でないと思いつきませんでした。これが成立した
ら、また新しい表現方法が生まれる。オンラインのパフォーマーとオフラインのパフォーマーが
共存して、ひとつの良い作品になることを目指せると、今後のオンラインを使った様々なクリエー
ションに影響を及ぼせる可能性を秘めていると思います」

「稽古を見ていて不思議なのが、日本、インドネシア、フィリピンのみんながオンラインでも「今の
いいね！」という感覚を共有していることが、すごく新鮮。今年に入って我々の生活がだいぶオン
ライン化されて、オンラインの画面の向こう側への想像力が鍛えられはじめているからなんじゃ
ないかと思います。去年ならこんなにうまく入ってないんじゃないかな。
　　　今回のパフォーマンスは、たぶん、いま目の前にある身体の良さという”演劇の強み”もあ
りながら、距離もバックグラウンドも離れているけど繋がっていること自体が、表現として成立し
ている。オンラインがデメリットではなくなりリアルな身体とも拮抗できるんじゃないかと、改めて
可能性を感じました」

「まさに、お互い遠くに離れていても、パフォーマンスしうると感じます。画面越しでも、相手が
画面から消えたり、画面が手でふさがれたりしたら、自分の感情が揺らぐ。一方的に鑑賞してい
るだけでは心は揺れないけれど、お互いの関係を構築出来ると、相手に影響を与えることがで
きる。自分の身体を通して「こういうことができるんだ！」と実感するのは、オンラインでもやっ
ぱり舞台芸術だなと思います」

「ただ、いろんな人から聞いて思い描いていた国際コラボレーションの大変さとは違う気はして
います」

「それは、そうかもしれないですね」

「稽古の最初の頃から、ディレクションチームもパフォーマーも「うん、こんなかんじだよね」と
いうポイントが合っていたんです。それはなぜか考えると、直接会えないからかもしれません。画
面越しだとリアルの稽古場に比べて、共有できるのは全体的な印象になる。だからこそ、お互い
のパフォーマンスを信頼して、ディティールはそれぞれのパフォーマーに委ねています。画面越し
だからこそ、おおらかにクリエーションができたのかもしれないです」

※Open Farm(プロセス公開)より一部要約して抜粋

ジェームズによる創作プロセスはこちらで読むことができます。
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まるで楽園のように緑豊かな地・バヤナンダモ。
バヤナンダモの街を統治するアマットは、不思議な力を持つアンテに子守唄を歌っ
てもらうことで、人々を導くための夢を見ることができた。しかし、アンテが亡くな
り、アマットは眠ることも夢を見ることもできなくなってしまった。すると緑豊かなバ
ヤナンダモの地は、次第に枯れ果て荒地と化していった。

アンテは生前に「ひとつ目のヤギが誕生し、この土地に不幸をもたらすだろう」と予
言を残していた。予言を信じたアマットは、妊娠中のヤギを探し出し一匹残らず殺す
よう衛兵たちに命じる。アマットたちの手から逃げ回るヤギ飼いのイグメと妊娠中の
ヤギであるイーナは、偶然にもアンテの葬儀を目撃する。そこでイグメは、アンテの
遺体から不思議な力を持つ石を拾いあげる。

ある日、イグメの元に友人でヤギ飼いのニハンが泣きながら駆けつけてくる。ニハン
の飼っていたヤギのアリシアが、無残にも殺されたしまったようだ。アマットは殺し
たヤギの頭数に応じて補償金を支払う制度を発令し、バヤナンダモ中のヤギを虐殺
し続けている。イグメとイーナがアマットたちから逃げる中で、イーナは子ヤギを出
産する。それはなんと、アンテの予言に登場するひとつ目のヤギ「タルタロス」だっ
た。

無事に出産を終えたイーナだったが、アマットに見つかってしまい、抵抗するイグメ
の目の前で腹を裂かれて殺されてしまう。家族のように慕っていたイーナの死体を
前にし、イグメは絶望の淵で子守唄を歌い出す。すると、アンテの葬儀で拾った石の
力が反応し、アマットは眠りに落ちていく。

そのまま、アンテに代る歌い手として、イグメはアマットの家へと連れて行かれる。
一方、衛兵から隠れることに疲れたニハンは、ひとつ目のヤギであるタルタロスを生
贄に捧げるべく、アマットの家へと向かう。すると再会したイグメとニハンの前で、タ
ルタロスが突然人間の言葉を話し始める。そこで彼らは、これまで誰も気がつかな
かったアマットの秘密を知ることになる。

アマットの正体は、人間の皮を被ったひとつ目のヤギだった。イグメは、アマットが
寝ている隙にその皮を被り、アマットになりきろうとする。すると衛兵たちは、アマッ
トの皮が剥がれたひとつ目のヤギを、アマットだと気づかずに首を刎ねてしまう。こ
うして呪いの解けたバヤナンダモの地で、イグメは偽りのアマットとして街を治めて
いくことになる。

あらすじ
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イグメ：ヤギ飼いの青年
イーナ：イグメが飼っている白ヤギ
タルタロス：ひとつ目の子ヤギ（イーナの子ども）
ニハン：イグメの友人でヤギ飼い。
アリシア：二ハンが世話をしている雌ヤギ。

アンテ：ヒーラー、予言者
（アンテの光る魔法の石は、アンテの葬儀でイグメの手に渡る。石を手にしたイグメは再び歌の能力を取り戻す。）

町の長 アマット：ある秘密を持っているバヤナンダモの町の指導者
町議会の議員：アマットが敷いた条例・命令などを実行する役割を担う
牧場主：イグメと二ハンの雇い主。
兵士：国民たちを導く
アマティスト：バヤナンダモの町民たち（オンラインの観客たち）

登場人物

*作品の内容や創作のバックグラウンドに触れています。

作品の背景*

“フレ フレ Ostrich!! Hayupang Die-Bow-Ken！”
読み方は「フレ フレ オーストリッチ!! ハユパン ダイ・ボウ・ケン！」。『フレフレ』は応援の掛け声「フレー！
フレー！」。『オーストリッチ』はダチョウ。観客がダチョウと一緒になって卵を探し、それを応援するような
イメージ。『ハユパン』はタガログ語で「動物的な」。『ダイボウケン』は大冒険の響きを活かしつつ、ストー
リーを表すキーワード「Die=死」「Bow＝お辞儀」「Ken＝知識」の意味も含みます。
ディレクションチームの３人それぞれがタイトルの候補を出し合い、音の響きや、英語・日本語・タガログ語
を混ぜ、それぞれの言語ごとに連想されるイメージから言葉遊びのようなタイトルが決定しました。

タイトルについて

作品に登場する「ひとつ目ヤギ」は、フィリピンのドゥテルテ大統領の出身地であるミンダナオ島ダバオに一
頭存在していました。フィリピンでは「ひとつ目ヤギ」は“幸せの使者”とも“不幸の使者”とも言われているこ
とから、「ダバオで生まれた「ひとつ目ヤギ」は、ドゥテルテ大統領のような独裁主義を広めてしまうのだろ
うか。そのような悪い結果と共に、悪い病気や不幸が広がってしまうのだろうか」という問いをもとにした物
語です。

ものがたりの始まり

８月、フィリピンのマニラでダチョウが街中に逃げ出しました。人々が隔離生活を送るなか、自由に走り回
り“大冒険”をするダチョウは、コロナ禍のフィリピンで自由の象徴として話題になりました。

ダチョウがあらわすもの

山路を登りながら
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APAFディレクター
多田淳之介

APAFコミュニケーションデザインディレクター：相磯展子

アートトランスレーション（*Art Translators Collective）
日英通訳：相磯展子 *、山田カイル *
日英翻訳：相磯展子 *、水野響 *、樅山智子 *、山田カイル *
アートトランスレーターアシスタント：春川ゆうき *、森本優芽、清家愛 

広報
編集・執筆：河野桃子
デザイン：佐々木俊、中西洋子（株式会社AYOND）

APAF制作オフィス（合同会社 syuz’ gen）
チーフ：植松侑子
谷 陽歩、神林遥、水戸亜祐美、増田祥基

東京芸術祭実行委員会事務局
APAF事務担当：石戸谷聡子

東京芸術祭実行委員会
［顧問］福地茂雄（公益財団法人新国立劇場運営財団・顧問）
［委員長］近藤誠一（元文化庁長官）
［副委員長］藤田力（豊島区文化商工部長）、
　　　　　  三好勝則（公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京機構長）
［委員］市村作知雄（フェスティバル /トーキョー実行委員会副委員長）、
            小澤弘一（公益財団法人としま未来文化財団事務局長）
            七海友信（日本放送協会制作局＜第５制作ユニット＞音楽・芸能チーフディレクター）
　　　 古屋留美（東京都生活文化局文化振興部長）
［監事］山内真理（公認会計士山内真理事務所）

東京芸術祭プランニングチーム
［総合ディレクター］宮城聰
［フェスティバル / トーキョー 共同ディレクター］河合千佳
［としま国際アート・カルチャー都市発信プログラム ディレクター］杉田隼人
［APAFディレクター］多田淳之介
［芸劇オータムセレクション ディレクター］内藤美奈子
［フェスティバル / トーキョー ディレクター］長島確
［としま国際アート・カルチャー都市発信プログラム  ディレクター］根本晴美
［東京芸術祭国際事業 ディレクター］横山義志

東京芸術祭実行委員会事務局
［事務局長］高萩宏
［事務局次長］樋口桂、小澤弘一
［アソシエイト・ディレクター］ヲザキ浩実
［事務局長補佐］杉谷正則
［経理］アスタービジョン株式会社（谷田信生、石鍋由紀子）
［庶務担当］村岡宏太
［庶務］室内直美
［票券］宍戸円
［教育普及プログラム］千德美穂
［制作補助］半澤裕彦
［広報コミュニケーター］冠那菜奈
［広報］岩渕美生
　　　　福島藍（株式会社電通パブリックリレーションズ）
　　　　青木行徳（株式会社電通パブリックリレーションズ）
　　　　渥美資史（ツナガル株式会社）
　　　　野田千尋（ツナガル株式会社）
　　　　佐野圭介（ツナガル株式会社）
［APAF事務担当］石戸谷聡子
［豊島区事務調整担当］栁下弥
［としま国際アート・カルチャー都市発信プログラム事業担当］小笠原愛、師岡斐子
［芸劇オータムセレクション事務担当］立石和浩
［フェスティバル /トーキョー事務担当］葦原円花
［アートディレクション］村上雅士（emuni）
［ウェブサイト設計・デザイン］株式会社ロフトワーク
［海外広報・翻訳］オフィス宮崎

主催：東京芸術祭実行委員会 ［豊島区、公益財団法人としま未来文化財団、フェスティバル /トーキョー実行委員会、
          公益財団法人東京都歴史文化財団（東京芸術劇場・アーツカウンシル東京）］

プログラム
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Exhibition

メンバー：35歳以下 メンバー：29歳以下メンバー：35歳以下

9月10日～開始日

11月下旬公開予定
最終レポート公開

7月10日～開始日

10月22～25日
オンラインにて作品発表

8月20日～開始日

10月23～24日
公開プレゼンテーション

10月25日
フィードバックセッション

各プログラムごとに実施期間を経て、公演やプレゼンテーションやレポート等で APAFの体験をアウトプットします。これらの
積み重ねにより、これからのアジアの舞台芸術シーンを担うアーティストやプログラムを輩出する“Farm”を耕していきます。

A PA Fとは?
Asian Performing Arts Farm（APAF：エーパフ）は、アジアのアーティストたちが相互交流
によって創造する力を高め、文化や国境を超えて活躍する人材への成長を目指す、東京芸術祭
内の人材育成プログラムです。プログラムとして、創ることで枝 “葉” を伸ばすための
「Exhibition」、自身を深めて “根” を広く強く張るための「Lab」、自分自身に最初の “種”
を植えるための「Young Farmers Camp」の３つの “場” を設定しました。

2020（令和 2年） 11:00 14:00 15:00 17:00 19:0016:0012:00 13:00 18:00 20:00

（木）
Thu22

（金）
Fr i23

（土）
S a t24

（日）
Sun25

17:00-21:00 Lab Final Presentation Video Screening
最終プレゼンテーション映像上映 アトリエ①②

11:00-21:00 Lab Final Presentation Video Screening
最終プレゼンテーション映像上映 アトリエ①②

11:00-16:00 Lab Final Presentation Video Screening
最終プレゼンテーション映像上映 アトリエ①②

Exhibition ONLINE
R

劇場
11:00～

Lab Feedback session
フィードバックセッション ONLINE

R16:00-18:30

10

15:00-16:00
Lab
Final Presentation 
最終プレゼンテーション

ONLINE

①

15:00-16:00
Lab
Final Presentation 
最終プレゼンテーション

ONLINE

②

Exhibition ONLINE
R

劇場
18:00～

Exhibition ONLINE
R

劇場
18:00～

『フレ フレ Ostrich!! Hayupang Die-Bow-Ken!』+ Happy Birthual Tamago PartyExhibition
計 2時間（予定）Total of 2 hours (TBC)

Tokyo Metropolitan Theatre, Atelier EastアトリエTokyo Metropolitan Theatre, Theatre West劇場東京芸術劇場シアターウエスト 東京芸術劇場アトリエイーストスケジュール お好きな場所で From anywhere 要予約  Reservation Required


